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1. 2021年10月期第2四半期の連結業績（2020年11月1日～2021年4月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年10月期第2四半期 23,048 15.6 1,934 38.6 1,958 40.9 1,458 60.4

2020年10月期第2四半期 19,933 △10.0 1,395 △17.9 1,390 △18.8 909 △21.0

（注）包括利益 2021年10月期第2四半期　　1,661百万円 （134.9％） 2020年10月期第2四半期　　707百万円 （△36.4％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

2021年10月期第2四半期 146.17 ―

2020年10月期第2四半期 91.14 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年10月期第2四半期 41,099 31,085 75.6

2020年10月期 38,438 29,668 77.2

（参考）自己資本 2021年10月期第2四半期 31,085百万円 2020年10月期 29,668百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年10月期 ― 23.50 ― 24.50 48.00

2021年10月期 ― 25.00

2021年10月期（予想） ― 25.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年10月期の連結業績予想（2020年11月 1日～2021年10月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 43,700 11.4 2,360 4.4 2,380 3.7 1,770 15.5 177.39

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規 ― 社 （社名） 、 除外 1 社 （社名） 巴栄工業機械(上海)有限公司

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年10月期2Q 10,533,200 株 2020年10月期 10,533,200 株

② 期末自己株式数 2021年10月期2Q 554,911 株 2020年10月期 554,861 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年10月期2Q 9,978,325 株 2020年10月期2Q 9,978,339 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する前提に基づいており、実際の業

績等は様々な要因により異なる可能性があります。

　なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する

説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、当初はコロナ禍からの急回復で国内・海外経済共に好調な滑り出

しとなりましたが、直近では輸出が堅調を維持した一方、国内の緊急事態宣言の影響等による個人消費、設備投

資の減少を主因にマイナスに転じました。海外においては、中国経済が好調を持続し米国経済が底堅く推移した

ものの欧州経済はマイナス成長が続いています。

こうした情勢の下、当第２四半期連結累計期間における売上高は、機械製造販売事業および化学工業製品販売

事業の販売が共に増加したため、前年同期比15.6％増の23,048百万円となりました。利益面につきましては、両

事業共に増収となったことを背景に営業利益が前年同期比38.6％増の1,934百万円、経常利益が前年同期比40.9％

増の1,958百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益については中国の連結子会社清算益を計上したこと

を主因に前年同期比60.4％増の1,458百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

(機械製造販売事業)

機械製造販売事業では、国内官需向け機械および民需向け機械、装置・工事の販売が伸び悩んだものの、国内

官需向け工事の販売が大型案件の受注により伸びたことに加えて中国向けを中心とした海外向け機械および全分

野の部品・修理の販売が伸長したため、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期比36.8％増加し7,443百万円と

なりました。

(単位：百万円)

品目区分 機械 装置/工事 部品/修理 合計

官 需

２１/０４ 284 973 2,078 3,336

２０/０４ 394 801 1,776 2,972

差異 △109 172 301 363

民 需

２１/０４ 291 0 1,010 1,301

２０/０４ 398 120 944 1,464

差異 △107 △120 65 △162

海 外

２１/０４ 1,499 0 1,306 2,806

２０/０４ 135 0 868 1,004

差異 1,363 0 437 1,801

合 計

２１/０４ 2,074 974 4,394 7,443

２０/０４ 929 922 3,590 5,441

差異 1,145 51 804 2,001

利益面につきましては、収益性の良い部品・修理の増収を背景に営業利益は前年同期比51.5％増加し915百万円

となりました。

(化学工業製品販売事業)

化学工業製品販売事業では、前年度後半に新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた自動車分野を中

心に回復が鮮明になりつつあります。こうした中、工業材料・鉱産分野の自動車向け材料、化成品分野の塗料・

インキ用途向け材料や添加剤、電子材料分野の半導体製造装置向け材料を中心に全分野の販売が増加したことか

ら、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期比7.7％増加し15,604百万円となりました。

(単位：百万円)

２０/０４ ２１/０４ 差異

合成樹脂関連 3,529 3,977 447

工業材料・鉱産関連 4,209 4,486 276

化成品関連 3,144 3,314 170

機能材料関連 1,603 1,727 123

電子材料関連 1,870 1,964 93

その他（洋酒） 133 134 0

合計 14,491 15,604 1,112
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利益面につきましては、収益性の良い工業材料分野や化成品分野を中心とした増収を背景に営業利益は前年同

期比28.8％増加し1,019百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産は、仕掛品並びに受取手形及び売掛金が減少した一方、現金及び預金並び

に電子記録債権の増加等により、前連結会計年度末比2,661百万円増加し41,099百万円となりました。

負債は、賞与引当金および電子記録債務が減少した一方、支払手形及び買掛金並びに未払法人税等の増加等に

より、前連結会計年度末比1,244百万円増加し10,014百万円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比

1,417百万円増加し31,085百万円となりました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末の77.2％から1.6ポイン

ト低下して75.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で収入となった一方、

投資活動および財務活動の各段階で支出になったことにより、前連結会計年度末比1,123百万円減少し10,733百万

円となりました。ここに至る当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のと

おりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、3,186百万円となりました。これは、賞与引当金の

減少261百万円および法人税等の支払173百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益の2,045百万円および

仕入債務の増加622百万円、たな卸資産の減少619百万円によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の157

百万円と比べ3,029百万円の収入増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の投資活動による資金の減少は、4,127百万円となりました。これは、定期預金の預

入、払戻による差額4,000百万円等によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の4,320百万円と比べ193百

万円の支出減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の減少は、244百万円となりました。これは、配当金の支払額

244百万円等によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の234百万円と比べ10百万円の支出増加となりま

した。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年10月期の連結業績予想につきましては、2021年６月４日に「業績予想の修正に関するお知らせ」において

公表しました連結業績予想から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表および主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,857,553 14,733,893

受取手形及び売掛金 10,400,639 9,774,755

電子記録債権 2,131,545 2,946,899

商品及び製品 2,605,708 3,353,462

仕掛品 1,684,070 741,794

原材料及び貯蔵品 1,066,944 717,891

その他 253,335 238,560

貸倒引当金 △60,767 △63,552

流動資産合計 29,939,029 32,443,704

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,722,504 4,747,233

減価償却累計額 △2,026,932 △2,108,350

建物及び構築物（純額） 2,695,571 2,638,882

機械装置及び運搬具 3,826,069 3,927,686

減価償却累計額 △3,360,809 △3,476,791

機械装置及び運搬具（純額） 465,260 450,894

土地 1,930,580 1,930,902

建設仮勘定 － 85,500

その他 1,071,431 1,080,718

減価償却累計額 △959,930 △966,618

その他（純額） 111,500 114,100

有形固定資産合計 5,202,912 5,220,279

無形固定資産 128,516 101,628

投資その他の資産

投資有価証券 1,227,085 1,365,966

差入保証金 398,405 401,186

退職給付に係る資産 1,473,503 1,499,713

繰延税金資産 12,143 10,193

その他 79,027 79,258

貸倒引当金 △22,291 △22,071

投資その他の資産合計 3,167,873 3,334,245

固定資産合計 8,499,302 8,656,154

資産合計 38,438,331 41,099,859
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,004,198 3,883,874

電子記録債務 2,150,419 1,967,015

未払金 621,692 653,375

未払法人税等 179,968 600,119

前受金 201,993 419,945

賞与引当金 1,231,975 971,167

役員賞与引当金 61,555 35,178

製品補償損失引当金 236,423 332,033

その他 397,235 437,090

流動負債合計 8,085,462 9,299,799

固定負債

役員退職慰労引当金 5,460 5,460

退職給付に係る負債 71,219 64,011

繰延税金負債 607,445 644,804

固定負債合計 684,124 714,275

負債合計 8,769,587 10,014,075

純資産の部

株主資本

資本金 1,061,210 1,061,210

資本剰余金 1,483,410 1,483,410

利益剰余金 27,107,252 28,321,355

自己株式 △363,977 △364,081

株主資本合計 29,287,895 30,501,894

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 307,456 416,135

繰延ヘッジ損益 △1,566 2,398

為替換算調整勘定 92,854 189,676

退職給付に係る調整累計額 △17,896 △24,321

その他の包括利益累計額合計 380,848 583,889

純資産合計 29,668,743 31,085,783

負債純資産合計 38,438,331 41,099,859
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（２）四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
　至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年４月30日)

売上高 19,933,464 23,048,240

売上原価 15,168,940 17,519,565

売上総利益 4,764,524 5,528,674

販売費及び一般管理費 3,368,708 3,594,090

営業利益 1,395,816 1,934,583

営業外収益

受取利息 1,200 1,532

受取配当金 14,522 13,861

受取賃貸料 3,585 3,658

為替差益 － 4,736

その他 10,896 14,742

営業外収益合計 30,204 38,531

営業外費用

支払利息 5,066 1,336

支払手数料 7,495 7,487

売上割引 3,219 3,237

為替差損 15,848 －

その他 3,873 2,334

営業外費用合計 35,503 14,396

経常利益 1,390,517 1,958,718

特別利益

投資有価証券売却益 － 23,927

関係会社清算益 － 62,996

特別利益合計 － 86,924

特別損失

投資有価証券評価損 1,921 －

特別損失合計 1,921 －

税金等調整前四半期純利益 1,388,596 2,045,642

法人税、住民税及び事業税 270,313 579,427

法人税等調整額 208,880 7,642

法人税等合計 479,193 587,070

四半期純利益 909,402 1,458,572

親会社株主に帰属する四半期純利益 909,402 1,458,572
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
　至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年４月30日)

四半期純利益 909,402 1,458,572

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △204,806 108,679

繰延ヘッジ損益 △4,195 3,965

為替換算調整勘定 16,083 96,821

退職給付に係る調整額 △9,168 △6,424

その他の包括利益合計 △202,086 203,041

四半期包括利益 707,316 1,661,613

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 707,316 1,661,613
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
　至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,388,596 2,045,642

減価償却費 169,817 193,093

賞与引当金の増減額（△は減少） △330,778 △261,230

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,049 △26,377

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △26,492 95,609

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,146 △7,207

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △22,525 △26,209

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,334 △211

受取利息及び受取配当金 △15,723 △15,393

支払利息 5,066 1,336

為替差損益（△は益） 13,649 △31,568

投資有価証券売却損益（△は益） － △23,927

投資有価証券評価損益（△は益） 1,921 －

関係会社清算損益（△は益） － △62,996

売上債権の増減額（△は増加） △73,958 △74,054

たな卸資産の増減額（△は増加） △737,074 619,723

仕入債務の増減額（△は減少） △74,006 622,742

未払金の増減額（△は減少） △135,213 42,330

前受金の増減額（△は減少） 332,283 216,355

その他 182,064 39,060

小計 632,387 3,346,716

利息及び配当金の受取額 15,806 15,397

利息の支払額 △5,073 △1,343

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △486,088 △173,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 157,031 3,186,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △8,000,000 △8,000,000

定期預金の払戻による収入 4,000,000 4,000,000

有形固定資産の取得による支出 △237,462 △169,134

有形固定資産の売却による収入 － 9,265

無形固定資産の取得による支出 △23,436 △4,198

投資有価証券の取得による支出 △10,786 △10,448

投資有価証券の売却による収入 － 47,889

貸付けによる支出 △920 △720

貸付金の回収による収入 2,015 760

差入保証金の増減額（△は増加） △48,554 △598

その他 △1,692 141

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,320,837 △4,127,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △104

配当金の支払額 △234,490 △244,469

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,490 △244,573

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,124 61,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,395,172 △1,123,660

現金及び現金同等物の期首残高 12,147,981 11,857,553

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,752,808 10,733,893
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年11月１日 至 2020年４月30日）

　 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント 四半期連結
損益計算書
計上額機械製造販売 化学工業製品販売 計

売上高

外部顧客への売上高 5,441,781 14,491,683 19,933,464 19,933,464

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － －

計 5,441,781 14,491,683 19,933,464 19,933,464

セグメント利益 604,144 791,672 1,395,816 1,395,816

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年11月１日 至 2021年４月30日）

　 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント 四半期連結
損益計算書
計上額機械製造販売 化学工業製品販売 計

売上高

外部顧客への売上高 7,443,720 15,604,519 23,048,240 23,048,240

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － －

計 7,443,720 15,604,519 23,048,240 23,048,240

セグメント利益 915,126 1,019,456 1,934,583 1,934,583

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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